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本社所在地： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号

独立会計監査人： KPMG AZSA & Co.

株主名簿管理人： 〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社

（次頁へ続く）

主要連結子会社 資本金（百万円） 出資比率（%） 事業内容

【国内】

〈セキュリティサービス事業〉
セコム上信越（株） ¥3,530 (50.9)% 安全システムの提供
セコム北陸（株） 201 59.1 安全システムの提供
セコム山梨（株） 15 70.0 安全システムの提供
セコム三重（株） 50 51.0 安全システムの提供
セコム山陰（株） 286 67.0 安全システムの提供
セコム宮崎（株） 30 68.3 安全システムの提供
セコムジャスティック（株） 210 100.0 安全システムの提供
セコムジャスティック上信越（株） 40 (100.0) 安全システムの提供
セコムジャスティック北陸（株） 10 (100.0) 安全システムの提供
セコムジャスティック宮崎（株） 10 (100.0) 安全システムの提供
セコムジャスティック秋田（株） 10 100.0 安全システムの提供
セコムジャスティック山陰（株） 10 (100.0) 安全システムの提供
セコムジャスティック山梨（株） 10 (100.0) 安全システムの提供
セコムスタティック北海道（株） 50 100.0 安全システムの提供
セコムスタティック東北（株） 50 100.0 安全システムの提供
セコムスタティック西日本（株） 50 100.0 安全システムの提供
セコムスタティック関西（株） 50 100.0 安全システムの提供
セコム佐渡（株） 24 (52.3) 安全システムの提供
（株）ジェイケイシレス 10 (100.0) 安全システムの提供
日本安全警備（株） 100 60.0 安全システムの提供
（株）メイアン 60 51.0 安全システムの提供
セコムテクノサービス（株） 2,358 (67.8) 安全システムの電気工事
セコムテック山陰（株） 23 (52.2) 安全システムの電気工事
セコムテクノ上信越（株） 20 (79.1) 安全システムの電気工事
セコムウィン（株） 15 (66.7) 安全機器・設備の工事
（株）セコムメンテナンス上信越 10 (100.0) 安全機器・設備のメンテナンス
テス（株） 20 (100.0) 安全機器・設備のメンテナンス
セコム東北エンタープライズ（株） 100 (100.0) 空調、給排水、衛生設備の設計・施工ならびにメンテナンス
セコム工業（株） 499 100.0 安全システムの機器製造
オーテック電子（株） 200 76.0 安全管理用設備機器の製造・販売
セコムアルファ（株） 271 100.0 安全機器及び水処理装置の販売・賃貸
矢野新空調（株） 80 (100.0) 空調機器の販売

〈メディカルサービス事業〉
セコム医療システム（株） 200 100.0 在宅医療・介護及び医療関連サービスの提供
（株）西湘コーポレーション 10 (100.0) 医療施設等の維持・保守及び運営管理
（株）宏友 10 (100.0) 医療用品の販売
旭進商事（株） 10 (100.0) 不動産の管理
（株）マック 95 (100.0) 医療機器の販売
（株）賛企画 20 (100.0) 医療施設内サービス及び販売
（株）健生 100 (100.0) 薬局の経営
菱明ロイヤルライフ（株） 210 51.8 有料老人ホームの経営
（株）アライブメディケア 50 (100.0) 有料老人ホームの設置、運営
日本ライフ・プラス・メディカル（株） 10 (100.0) 医療関連サービスの提供
セコムメディカルリソース（株） 10 (100.0) 医療人材紹介サービスの提供
セコムフォート（株） 100 (100.0) 有料老人ホームの経営
セコムフォートウエスト（株） 10 (100.0) 有料老人ホームの経営
（有）ユーエス・ケミカル 3 (100.0) 薬局の経営

〈保険サービス事業〉
セコム保険サービス（株） 225 (100.0) 保険会社代理店
セコム損害保険（株） 5,611 83.2 損害保険業

• 数字を（ ）で表示したものは、セコム株式会社が間接所有しているものを含むことを意味します。
• 主セグメントで区分しています。

（2006年6月30日現在）
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• 数字を（ ）で表示したものは、セコム株式会社が間接所有しているものを含むことを意味します。
• 主セグメントで区分しています。

主要連結子会社 資本金（百万円） 出資比率（%） 事業内容

〈地理情報サービス事業〉
（株）パスコ ¥8,758 69.8% 地理情報サービスの提供
（株）パスコ道路センター 50 (72.2) 地理情報サービスの提供
（株）都市環境整備センター 50 (95.0) 地理情報サービスの提供
（株）GIS北海道 190 (100.0) 地理情報サービスの提供
（株）GIS東北 50 (73.3) 地理情報サービスの提供
（株）GIS北陸 20 (100.0) 地理情報サービスの提供
（株）GIS関東 40 (52.6) 地理情報サービスの提供
（株）GIS東京 100 (100.0) 地理情報サービスの提供
（株）GIS東海 50 (100.0) 地理情報サービスの提供
（株）GIS関西 50 (68.0) 地理情報サービスの提供
（株）GIS四国 30 (86.2) 地理情報サービスの提供
（株）GIS九州 50 (93.1) 地理情報サービスの提供
東京デジタルマップ（株） 60 (100.0) 地理情報サービスの提供
（株）PASCO SPACE MAPPING TECHNOLOGY 25 (100.0) 地理情報サービスの提供

〈情報通信・その他のサービス事業〉
セコムトラストシステムズ（株） 1,469 99.9 情報通信サービス、サイバーセキュリティサービス、

ソフトウエアの開発・販売
（株）生活構造研究所 100 (94.5) 生活構造調査研究
（株）ケーブルネット新潟 2,142 (92.1) ケーブルテレビ放送
（株）ジャパン イメージ コミュニケーションズ 487 95.2 委託放送
セコムホームライフ（株） 3,700 99.9 建設工事の施工、不動産の売買
（株）荒井商店 3,000 (93.0) 不動産の賃貸
（有）スタッピー 5 100.0 不動産管理事業
（株）アライコーポレーション 10 (100.0) 不動産管理事業
セコムクレジット（株） 400 100.0 安全機器・不動産の割賦販売・賃貸借
日本警備保障（株） 100 100.0 印刷
セコムオートサービス（株） 45 100.0 自動車の販売及び整備
（株）ワンダードリーム 490 100.0 福利厚生サービス
セコムスタッフサービス（株） 50 (100.0) 人材派遣
（株）ザ・ウィンザー・ホテルズ インターナショナル 165 90.0 ホテルの経営・経営受託

資本金 出資比率（%） 事業内容

【海外】

〈セキュリティサービス事業〉
セコム PLC £39,126千 100.0% 安全システムの提供
セコム（チャイナ）Co.,Ltd. Rmb332,170千 100.0 現地法人の経営管理
大連セコムセキュリティ Co., Ltd. Rmb17,228千 (95.0) 安全システムの提供
上海セコムセキュリティ Co., Ltd. Rmb29,122千 (90.0) 安全システムの提供
北京京盾セコムエレクトロニックセキュリティCo., Ltd.  Rmb20,792千 (80.0) 安全システムの提供
青島セコムセキュリティCo., Ltd. Rmb8,298千 (80.0) 安全システムの提供
セコムセキュリティシステムCo., Ltd. US$2,000千 (90.0) 安全システムの提供

P.T.セコムインドプラタマ US$3,950千 94.9 安全システムの提供
タイセコムピタキイCo., Ltd. THB300百万 88.4 安全システムの提供
セコミンターオーストラリア Pty. Ltd. AUD31.5百万 100.0 投資
セコム オーストラリア Pty. Ltd. AUD32.0百万 (100.0) 安全システムの提供
セコム ベトナム・ジョイント ベンチャー Co. US$600千 80.0 安全システムのコンサルティング

〈その他の事業〉
ウェステック・セキュリティ・グループ Inc. US$0.3千 100.0 現地法人の経営管理
クリアライト・パートナーズ LLC US$140,610千 (99.7) 投資
アジアパシフィックビジネスリンク Ltd. US$9,670千 88.6 現地法人の経営管理、住宅関連事業
上海アジアパシフィックプロパティ Co., Ltd. US$5,000千 (100.0) 住宅関連事業
P.T. ヌサンタラセコムインフォテック US$3,304千 (100.0) 地理情報サービスの提供、ソフトウエアの開発・販売
パスコ・サーテザ・コンピュータマッピング Corp. PHP8,400千 (70.0) 地理情報サービスの提供
蘇州スーパーディメンジョンアースサイエンスリサーチアンドデベロップメント Co., Ltd. Rmb1,000千 (92.0) 地理情報サービスの提供
パスコ・チャイナ Corp. Rmb5,284千 (100.0) 地理情報サービスの提供
パスコ タイ Co., Ltd. THB30,979千 (100.0) 地理情報サービスの提供
エフエム インターナショナル オーワイ フィンマップ EUR323千 (55.0) 地理情報サービスの提供
パスコ ノースアメリカ Inc. US$171千 (100.0) 地理情報サービスの提供
パスコ ジオマティクス インディア Pvt. Ltd. INR5,575千 (100.0) 地理情報サービスの提供
ゴールドストーンインベストメント Inc. US$3千 (100.0) 投資


